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(57)【要約】
【課題】透明性と抗菌性を併せ持つ抗菌部材を提供すること。
【解決手段】本発明に係る抗菌性部材は、透明基材上に、Ｎｉ、Ｎｉ－ＰおよびＮｉ－Ｃ
ｒから選択される少なくとも１つからなり、厚みが１ｎｍ～１０ｎｍである皮膜を気相法
で形成してなることを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材上に、Ｎｉ、Ｎｉ－ＰおよびＮｉ－Ｃｒから選択される少なくとも１つからな
り、厚みが１ｎｍ～１０ｎｍである皮膜を気相法で形成してなる抗菌性部材。
【請求項２】
　前記透明基材がシート状フィルムまたはガラス板である、請求項１に記載の抗菌性部材
。
【請求項３】
　前記気相法がスパッタリング法である、請求項１または２に記載の抗菌性部材。
【請求項４】
　前記皮膜がＮｉ－Ｃｒからなる皮膜である、請求項１～３のいずれかに記載の抗菌性部
材。
【請求項５】
　前記Ｎｉ－Ｃｒ皮膜全量に対するＣｒ含有量が２０％以上である、請求項４に記載の抗
菌性部材。
【請求項６】
　前記皮膜中における水素含有量が０．００５質量％以上である、請求項１～５のいずれ
かに記載の抗菌性部材。
【請求項７】
　包装材、ビニールハウス、またはディスプレイ用である、請求項１～６のいずれかに記
載の抗菌性部材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は抗菌性部材、特に抗菌性および透明性に優れた部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、食品加工業界や医療業界を始めとして、生活必需品に至るまで、様々な用途で衛
生上の観点から細菌やカビなどの生育を阻害する目的で、抗菌性や防かび性を付与した金
属材料の採用が検討されている。
【０００３】
　しかし、最近ではスマートホンやコンピュータ用ディスプレイ等様々な場面でタッチ式
ディスプレイに直接触れる機会があり、それらディスプレイに触れることによる衛生面が
問題となる場合も多い。従来の抗菌性金属材料では、透明性が必要とされるタッチパネル
に適用することができなかった。
【０００４】
　これに対し、透明性と抗菌性を兼ね備えた部材としてこれまでに報告されているものを
以下に挙げる。
【０００５】
　まず、透明な樹脂の内部に有機系の抗菌剤を混合した部材（特許文献１）またはガラス
材料（有機ケイ素化合物）に抗菌性金属化合物（Ａｇ）を添加して撹拌・焼成した抗菌性
ガラス微小球（特許文献２）のように、透明な樹脂やガラスの材料に抗菌剤を分散させた
ものが知られている。
【０００６】
　次に、基材層の少なくとも一方の表層に、無機抗菌剤（銀を代表とする金属の錯体など
をゼオライトや多孔質のシリカなどに担持させたもの）が含有された主としてポリプロピ
レンからなる層が積層された抗菌性ポリプロピレンフィルムも報告されている（特許文献
３）。
【０００７】
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　また、基材フィルム上に、厚さが０．０５～３μｍであるバインダー樹脂と抗菌剤を含
有する抗菌層を設けた抗菌フィルムであって、抗菌性金属イオンを含有するアルミノ珪酸
塩の皮膜をシリカゲルに含有させた抗菌剤であることを特徴とする抗菌フイルム（特許文
献４）や、ガラス表面にゾルゲル法で抗菌性金属（銀）イオンを含む皮膜を形成した抗菌
性ガラス（特許文献５）もある。
【０００８】
　さらに、高分子フィルムと、その少なくとも１面上に、金属薄膜または金属酸化物薄膜
を、さらに酸化チタン薄膜を順次積層してなることを特徴とする酸化チタン蒸着フィルム
（特許文献６）や、プラスチックフィルム上に、珪素酸化物及びまたはアルミニウム酸化
物からなる薄膜層、及び光触媒層を順次積層してなる光触媒フィルム（特許文献７）など
、透明な樹脂やガラスの表面に光触媒層を形成した抗菌部材も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平８－１９９００２号公報
【特許文献２】特開２００６－７６８５４号公報
【特許文献３】特開平９－２４８８８３号公報
【特許文献４】特開２００２－３６４４７号公報
【特許文献５】特開２００１－９７７３５号公報
【特許文献６】特開２０００－１０３００３号公報
【特許文献７】特開２０００－２２５６６３号公報
【特許文献８】特許第３９０２３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した先行技術にはそれぞれ以下の問題があると考えられる。
【００１１】
　特許文献１および２記載の方法で作成した抗菌部材は、効果が十分ではないことに加え
、抗菌剤を部材全体に分散させているので、機能を発現している抗菌剤は配合したものの
ごく一部である。
【００１２】
　また、特許文献３記載の方法で作成した抗菌部材は、抗菌効果が十分ではない。加えて
、一旦抗菌剤を分散した表面層を厚く形成するため、機能する抗菌剤の割合は小さい。
【００１３】
　特許文献４および５記載の方法で作成した抗菌部材は、抗菌効果が十分ではない。さら
に、特許文献６または７に開示されている光触媒層を形成した抗菌部材は、光があたらな
い環境下では抗菌性を発現しないという問題がある。
【００１４】
　抗菌性に優れた抗菌性部材としては、耐久性、抗菌性、防藻性に優れた表面処理金属材
料として、Ｎｉ－Ｐ系合金皮膜を金属材料上に被覆したものが報告されており（特許文献
８）、上記に示した抗菌部材よりも遥かに高い抗菌作用があるが、基材たる金属も表面被
覆層であるＮｉ－Ｐ皮膜もいずれも遮光性であり、透明性を必要とするタッチパネル等の
抗菌剤として使用できないという問題がある。
【００１５】
　また、透明性のあるレベルにまで薄膜にすると、抗菌性の作用が弱まるという問題も生
じる。
【００１６】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、優れた透明性と抗菌性を併せ持
つ抗菌性部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１７】
　前記課題を解決するために、本発明者は鋭意検討を重ね、下記構成によって上記課題が
解決できることを見出した。
【００１８】
　すなわち、本発明の一局面に係る抗菌性部材は、透明基材上に、Ｎｉ、Ｎｉ－Ｐおよび
Ｎｉ－Ｃｒから選択される少なくとも１つからなり、厚みが１ｎｍ～１０ｎｍである皮膜
を気相法で形成してなることを特徴とする。
【００１９】
　上述の抗菌性部材において、前記透明基材がシート状フィルムまたはガラス板であるこ
とが好ましい。
【００２０】
　また、上述の抗菌性部材において、前記気相法がスパッタリング法であることが好まし
い。
【００２１】
　さらに、上述の抗菌性部材において、前記皮膜がＮｉ－Ｃｒからなる皮膜であることが
好ましい。
【００２２】
　また、上述の抗菌性部材において、前記Ｎｉ－Ｃｒ皮膜に対するＣｒ含有量は２０％以
上であることが好ましい。
【００２３】
　また、上述の抗菌性部材において、１０ｎｍ以下の極薄皮膜に置いて、抗菌性作用を発
現させるため、前記皮膜中の水素含有量が０．００５質量％以上であることが好ましい。
【００２４】
　上記抗菌性部材は、包装材、ビニールハウス、またはディスプレイ用であることが好ま
しい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、優れた透明性と抗菌性を併せ持つ抗菌性部材を提供することを目的と
する。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明者らは、上記した従来技術における問題を解決するために様々な角度から検討を
加えた。そして一般に適用が金属部材に限られると考えられたＮｉ系合金皮膜に着目し、
これを特定の厚みの範囲内で気相法により被覆することにより、抗菌性を維持しながら、
皮膜としての密着性や健全性も維持しつつ、透明性を確保できることを見出し、本発明を
達成するにいたった。
【００２７】
　本発明の抗菌性部材は透明性基材の上にＮｉ系皮膜を被覆したものであるが、上記特許
文献８に示すような抗菌性の高いＮｉ系皮膜は通常電気メッキや無電解めっきで被覆する
ために、ガラスや透明樹脂のような透明部材への被覆は一般的には困難であると考えられ
てきた。また、仮に被覆が可能であるにしてもＮｉの皮膜は不透明で透明性を維持するの
は困難であると考えられてきた。
【００２８】
　これに対し、本発明者らは、Ｎｉ系の皮膜の形成にあたり、気相法、特にスパッタリン
グ法による被覆を行うとガラスや透明樹脂などの透明性部材上への被覆が可能であり、か
つ、その膜厚を１ｎｍ～１０ｎｍの範囲とすることで透明性と抗菌性を両立しうることを
見出した。
【００２９】
　以下、本発明に係る抗菌性部材の実施形態について具体的に説明するが、本発明は、こ
れらに限定されるものではない。
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【００３０】
　本実施形態に係る抗菌性部材は、透明基材上に、Ｎｉ、Ｎｉ－ＰおよびＮｉ－Ｃｒから
選択される少なくとも１つからなり、厚みが１ｎｍ～１０ｎｍである皮膜を気相法で形成
してなることを特徴とする。
【００３１】
　本実施形態において皮膜を形成しているのは、Ｎｉ、Ｎｉ－ＰおよびＮｉ－Ｃｒから選
択される少なくとも１つであるが、これらＮｉ系皮膜の被覆法を真空下で成膜を行う気相
法を用いるため、抗菌性発現に影響する皮膜に含有する添加元素に対する含有量の制限範
囲を拡大することができる。すなわち、上記特許文献８に例示される従来技術では、必須
とされていた皮膜へのＰの添加については、行っても行わなくても優れた抗菌性を発現す
ることができる。また、スパッタプロセスを容易にするためにＮｉを非磁性化するために
例えばＣｒ等の元素を添加しても優れた抗菌性を発揮することができる。
【００３２】
　また、従来技術では、１～１０％の範囲に限定されていた皮膜中のＰ含有量にこだわる
ことなく、Ｎｉ－Ｐを抗菌性皮膜として使用することができる。
【００３３】
　さらには、従来技術では、０．００００１％～０．００５％の範囲に限定されていた皮
膜中の水素含有量について、この範囲を超えると、皮膜の靭性が著しく低下して割れが生
じやすくなるとともに、また密着性も低下する問題があったためにこの上限があった。し
かし、本実施形態ではこの範囲を超えても、成膜することが出来、かつ同等以上の抗菌性
が発現することができる。
【００３４】
 
　すなわち、本実施形態では、気相法で被覆を行うことにより、成膜にあたり意図的な水
素添加を行っても、行わなくても、すぐれた抗菌性を発現させることができる。この理由
は定かではないが、成膜を行うチャンバー中の残留ガスである水蒸気に含まれる水素が、
Ｈ単独、あるいはＯＨの形で皮膜中に取り込まれるためと推定される。
【００３５】
　従来技術による、金属上へＮｉ－Ｐ皮膜を形成した抗菌性部材では、皮膜中の水素量は
質量で０．００５％以下である必要があり、従来技術ではこの範囲を逸脱すると皮膜の靭
性が低下し割れが発生すると指摘している。しかし、本実施形態の気相法によって被覆を
行う限りにおいては、１０ｎｍ以下の薄膜としたことで膜応力を低減させるとともに、気
相法特有の皮膜組織形態を有するなどのために、皮膜はさらに多くの水素を含有しても皮
膜の割れの問題は生じない。逆に、生産性の観点からは、成膜に移る前の真空度の制約を
ゆるく出来るため、０．００５％（質量％）を超える水素量を含有する皮膜の方がより好
適である。
【００３６】
　本実施形態において、皮膜が水素を含む場合、抗菌性をさらに高めるために、０．００
５％以上であることが好ましく、上限は特に制限はされないが、皮膜の靭性確保という観
点からは１％以下であることが好ましい。
【００３７】
　気相法としては、特にスパッタリング法を用いることが好ましい。より具体的には、例
えば、特開２００８－１９６００１号公報に開示されているプラズマＣＶＤ装置や、特開
２０１０－２６５５２７号公報に開示されている連続成膜装置などを用いて、スパッタリ
ング法によって、Ｎｉ系成膜を形成することができる。
【００３８】
　本実施形態において、皮膜はＮｉ、Ｎｉ－ＰおよびＮｉ－Ｃｒから選択される少なくと
も１つであり、これらの皮膜であれば非常に優れた抗菌性を発揮することができる。なか
でも好ましいのは、Ｎｉ－Ｃｒを用いてスパッタリング法によって皮膜を形成することで
あり、それにより非常に優れた透明性と抗菌性をあわせて得ることができる。
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【００３９】
　皮膜としてＮｉ－Ｐを用いる場合、該Ｎｉ－ＰにおけるＰ含有量は、限定はされないが
、通常は２％以上、好ましくは５％以上であることが望ましい。抗菌性、防かび性、防藻
性を同時に発現させるという観点からである。また、上限については特に限定はされない
が、防藻性という観点から２０％以下、好ましくは、１０％以下である。
【００４０】
　皮膜としてＮｉ－Ｃｒを用いる場合、該Ｎｉ－ＣｒにおけるＣｒ含有量は、限定はされ
ないが、通常は１％以上、好ましくは１０％以上であることが望ましい。皮膜の電気化学
的安定性という観点からである。また、上限については特に限定はされないが、皮膜の靭
性という観点から５０％以下、好ましくは、３０％以下である。
【００４１】
　上記皮膜の膜厚は１ｎｍ以上、かつ１０ｎｍ以下である。１ｎｍ未満となると抗菌性が
劣化するおそれがある。一方で膜厚が１０ｎｍを超えると透明性が減少する傾向が強い。
より好ましい皮膜の膜厚は、１ｎｍ以上、５ｎｍ以下、さらには１ｎｍ以上、３ｎｍ以下
である。そのような膜厚に調整することにより、透明性と抗菌性のバランスにより優れた
抗菌性部材を得ることができると考えられる。
【００４２】
　なお、従来技術では、皮膜中の水素含有量が０．００００１％～０．００５％の範囲に
限定されていたことについては既に述べているが、０．００５％（５０ｐｐｍ）以上の水
素を含んでも抗菌性は低下しない。抗菌性は皮膜中の水素量が多ければ多いほど増大し、
抗菌性の観点からはむしろ水素が多いほうが好ましいと考えられる。しかし、従来技術に
おいて、皮膜中の水素量が０．００５％（５０ｐｐｍ）以下と規定されているのは、この
値を超えるとめっき皮膜の機械的性質（靭性）が低下するためである。要するに、水素脆
化によって、皮膜が割れやすくなるためであると考えられる。一方で、機械的性質（靭性
）劣化への水素の悪影響は、皮膜の厚さが薄いほど低減する。よって、本実施形態におい
て、皮膜の膜厚が１～１０ｎｍ範囲であれば、水素による皮膜靭性低下の影響が受けず、
さらに抗菌性が向上すると考えられる。
【００４３】
　本実施形態で用いられる透明基材としては、透明性を有するガラス、シート状フィルム
、石英、酸化物結晶、透明性樹脂等が適用可能であり、何ら制限されるものではないが、
実際の適用を考慮すると、大型のガラス板や長尺のプラスチックフィルム（シート状フィ
ルム）などが好適に用いられる。
【００４４】
　前記プラスチックフィルムとしては、特に限定はされないが、例えば、透明かつ光学特
性に優れるポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）フィルム、ポリカーボネイト（ＰＣ）、環状オレフィン（ＣＯ）フィルム、耐
熱性の優れるポリイミド（ＰＩ）フィルム、バリア性の優れるポリスチレン（ＰＳ）フィ
ルム等を用いることができる。
【００４５】
　本実施形態の抗菌性部材の好適な適用対象としては、例えば、以下のような用途が考え
られる。
【００４６】
　スマートホン等のディスプレイ用保護フィルムとして使用することによって、タッチパ
ネルのディスプレイ等に直接触れる際の衛生上の問題が改善される。
【００４７】
　あるいは、プラスチックフィルムを基材とした本実施形態の抗菌部材は、透明な包装材
として、食品や薬品の包装に用いることができ、衛生面の改善を図ることができる。
【００４８】
　また、ビニールハウスやガラスハウスによる野菜栽培の分野において使用することも好
ましい。特に、緯度の高い地域（例えば、ヨーロッパ）において、ビニールフィルムやガ
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ラスの藻などのバクテリアの発生による透明性低下、それによる遮光性低下、さらにそれ
によるハウス内の温度低下や野菜の光合成低下による野菜の生産性低下が問題となってい
る。よって、本実施形態の抗菌性部材をこのようなビニールハウスやガラスハウスに適用
することもできる。
【００４９】
　また、本実施形態の抗菌性部材をあわせガラスの内表面に適用することもできる。すな
わち、断熱を目的とした断熱空気層を間に挟むガラスの断熱空気層側表面へ、本実施形態
の抗菌性部材を適用することによって、抗菌性の付与により、長期の使用でガラスの断熱
空気層側表面に発生する汚点（菌やカビの繁殖による）の発生を抑制することが可能とな
る。
【００５０】
　以下に、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらに限定
されるものではない。
【実施例】
【００５１】
　（実施例１）
　０．３ＰａのＡｒ雰囲気中で、スパッタ法（装置名：Ｒ＆Ｄ向けインライン型スパッタ
装置、（株）神戸製鋼所製）により、ターゲット材（スパッタ成膜する皮膜の原料）を用
いて、ＰＥＮフィルム（帝人デュポン社製、Ｑ６５ＦＡ（製品名）、厚み１００μｍ）上
に３ｎｍの厚みでＮｉ－Ｐ（Ｐ含有量５％）皮膜の被覆を行った。ターゲット材としては
、銅板に無電解のＮｉ－Ｐめっきを施したターゲット材を使用し、特に皮膜中に水素の添
加は行っていない。成膜前のチャンバー内圧力は２×１０－４Ｐａ水準であった。
【００５２】
　なお、膜厚は、約２００ｎｍの被覆を事前に行って成膜速度を算出しておき、その成膜
速度からの計算値により求めた。以下の実施例および比較例における膜厚はこの方法で算
出している。
【００５３】
　実施例１で得られた抗菌性部材において、皮膜の水素含有量は約０．００１％であった
。水素含有量は、同一条件で成膜したガラス基板上の２００ｎｍの厚みの皮膜を大気圧イ
オン化質量分析計（ＡＰＩ－ＭＳ、岩田らによる文献：神戸製鋼技報／ｖｏｌ．４７、Ｎ
ｏ．１、ｐ．２４、Ａｐｒ．１９９７に従って分析）による水素の定量分析結果とＧＤＯ
ＥＳによる水素の分析結果を用いて、双方の検量線を作成し、さらに、後述の比較例１の
皮膜のＧＤＯＥＤ分析結果との比較により、約０．００１％と推定した。以下の実施例お
よび比較例における水素含有量も同様にして計測している。なお、水素含有量測定におい
て皮膜厚みを２００ｎｍとしたのは、３ｎｍの膜厚では膜厚が薄く有効な分析ができなか
ったためである。
【００５４】
　（実施例２）
　０．３ＰａのＡｒに０．１ＰａのＨ２を添加した以外は、実施例１と同様の方法で、ス
パッタ法により、ターゲット材を用いて、ＰＥＮフィルム上に３ｎｍのＮｉ－Ｐ（Ｐ含有
量５％）皮膜の被覆を行い、抗菌性部材を得た。
【００５５】
　得られた皮膜の水素含有量は約０．００１％であった。雰囲気中に多くのＨ２を添加し
たが、結果として得られた皮膜に含まれる水素量には変化はないことがわかった。
【００５６】
　（実施例３）
　ターゲット材として、水素を０．００１％含むＮｉ－Ｐ（Ｐ含有量２％）を用いて、Ｎ
ｉ－Ｐ（Ｐ含有量２％）皮膜の被覆を行った以外は、実施例１と同様にして抗菌性部材を
得た。
【００５７】
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　（実施例４）
　ターゲット材として、Ｎｉ－Ｃｒ（２０％）合金を用いて、Ｎｉ－Ｃｒ（２０％）合金
皮膜の被覆を行った以外は、実施例１と同様にして抗菌性部材を得た。得られた皮膜の水
素含有量は約０．００１％であった。
【００５８】
　（実施例５）
　ターゲット材として、Ｎｉを用いて、Ｎｉ皮膜の被覆を行った以外は、実施例１と同様
にして抗菌性部材を得た。
【００５９】
　（実施例６）
　透明基材を、ガラス基板（松浪硝子社製「ＭＩＣＲＯ　ＳＬＩＤＥ　ＧＬＡＳＳ　Ｓ９
１１１」、厚み０．８～１．０ｍｍ）に変更した以外は、実施例１と同様にして抗菌性部
材を得た。
【００６０】
　（実施例７）
　ガラス基材および装置のチャンバー内の脱ガス処理を１～２時間行い、１０－５Ｐａ台
のチャンバー雰囲気（高真空状態）で皮膜を形成した以外は、実施例６と同様にして抗菌
性部材を得た。得られた皮膜の水素含有量は約０．０００５％であった。
【００６１】
　（実施例８）
　ロールコータを用いてＰＥＮフィルム上に連続的に成膜した以外は、実施例１と同様に
して抗菌性部材を得た。ロールコータを用いることにより、成膜領域に連続的にフィルム
が供給されるため水蒸気の持込があり、成膜前のチャンバー雰囲気は１０－３Ｐａ台（低
真空状態）であった。フィルム搬送速度の調整によって３ｎｍの皮膜を形成した。得られ
た皮膜の水素含有量は約０．００７％であった。皮膜にクラック等の発生は無かった。
【００６２】
　（実施例９）
　ターゲット材として、Ｎｉ－Ｐ（Ｐ含有量２％）を用いて、Ｎｉ－Ｐ（Ｐ含有量２％）
皮膜の被覆を行った以外は、実施例８と同様にして抗菌性部材を得た。
【００６３】
　（実施例１０）
　ターゲット材として、Ｎｉ－Ｃｒ（２０％）合金を用いて、Ｎｉ－Ｃｒ（２０％）合金
皮膜の被覆を行った以外は、実施例８と同様にして抗菌性部材を得た。
【００６４】
　（実施例１１～１３）
　成膜時間を調整し、皮膜の厚みを下記表１に示すように変更した以外は、実施例１と同
様にして抗菌性部材を得た。
【００６５】
　（実施例１４～１８）
　成膜時間を調整し、皮膜の厚みを下記表１に示すように変更した以外は、実施例４と同
様にして抗菌性部材を得た。
【００６６】
　（比較例１）
　抗菌性の基準として、上記特許文献８（特許第３９０２３２９号公報）記載の方法によ
ってサンプルを作成した。具体的には、ＳＵＳ３０４ステンレス基材上に約３μｍのＮｉ
－Ｐ（２％）の電気めっきを付与することによって抗菌性部材を得た。得られためっき皮
膜の水素含有量は０．００１％であった。
【００６７】
　（比較例２）
　比較例１と同じ方法を用いて、透明なＰＥＮフィルムへ皮膜を形成しようとしたが、良
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【００６８】
　（比較例３）
　比較例１と同じ方法を用いて、透明なガラス基板へ皮膜を形成しようとしたが、良好な
被覆ができなかった。
【００６９】
　（比較例４）
　抗菌性の基準として、皮膜なしのプラスチックフィルムとして、実施例１で透明基材と
して用いた０．１ｍｍ厚みのＰＥＮ基材を評価した。
【００７０】
　（比較例５～７）
　成膜時間を調整し、皮膜の厚みを下記表１に示すように変更した以外は、実施例１と同
様にして抗菌性部材を得た。
【００７１】
　（比較例８）
　成膜時間を調整し、皮膜の厚みを下記表１に示すように変更した以外は、実施例４と同
様にして抗菌性部材を得た。
【００７２】
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【表１】

　（評価）
　上記実施例および比較例で得られたサンプルに対し、以下の評価を行った。
【００７３】
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　（抗菌性評価）
　抗菌性の評価は、ＪＩＳＺ２８０１法に基づいて、黄色ぶどう球菌を１．８～２．８×
１０Ｅ５個植菌し、２４時間経過後の生菌数を計数して以下の基準で評価した。　　　
　　×生菌数が増加、
　　▲生菌数が１０％～１００％
　　△生菌数が１－１０％
　　○生菌数が０．１％－１％
　　◎生菌数が０．１％未満
【００７４】
　（透明性評価）
　透明性の評価は、被覆を行った基材を被覆なしの透明性基材と並べ、文字を印字した白
い紙面上において、目視での透明性の判断と背景の文字の視認性により評価した。評価の
基準は以下の通りである：
　　◎透明性基材と目視上区別がつかない透明性を有する。
　　○透明と認識できるが、未処理の基板と並べ比較すると若干の着色が見られる。
　　△明らかな着色が見られるが、背景の文字は視認できる。
　　×背景の文字が視認できない。
【００７５】
　（考察）
　表１の結果から、本発明に関する実施例１～１８の抗菌性部材は、透明性と抗菌性の両
方において優れていることが示された。
【００７６】
　これに対し、電気めっきにより成膜を行った比較例１～３では、透明性が確保できなか
ったり、被覆もできない結果も見受けられた。また、気相法を用いて皮膜を形成した比較
例５～８においても、皮膜の厚みが薄すぎると抗菌性が得られず（比較例５）、逆に厚す
ぎると透明性が得られないこと（比較例６～８）も確認された。
【００７７】
　また、実施例１～３、７および８の結果によれば、本発明では、従来のＮｉ系合金皮膜
を用いた抗菌性部材のように、意図的に水素量を制御しなくとも優れた抗菌性を示すこと
がわかった。水素の含有量が、従来技術（上記特許文献８）と同等である皮膜（実施例１
、３－７）も、従来より水素含有量が多い皮膜（実施例８）も同様の透明性と抗菌性を示
すが、実施例８では実施例１、３－７のような長時間の真空排気が必要でないため、０．
００５％を超える水素を含有する抗菌性部材の方が、抗菌性と生産性の観点からより好適
である。なお、実施例８の抗菌性部材では、従来技術（上記特許文献８）の知見では、皮
膜が脆くなるとの指摘があったが、本試験では特に皮膜のクラック等の問題は無かった。
【００７８】
　なお、皮膜を形成する金属原子サイズ（半径が約０．３ｎｍほど）から考えると、０．
５ｎｍ程度の膜では、平均的に原子１個か２個程度となり、確率的な成膜現象において、
均一に連続的な膜を形成するには薄すぎるため、透明性は良好だが、抗菌性を十分に発揮
できない可能性が高いため望ましくない。したがって、皮膜の厚みは１ｎｍ以上であるこ
とが必要と考えられる。
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